
 

 

 

 

公 園 年 表  



西宮市の公園年表（主要なもの抜粋） 

 

年 主 な 事 業 の 歩 み 

  

昭和７年  夙川改修５カ年事業（河岸公園造成） 

  ８月１７日都市計画事業決定１１月１日起工 

  

昭和１２年  夙川改修５カ年事業の完成（３月末） 

  

昭和１４年  運動公園事業として現在の市民運動場の用地買収（紀元２，６００年事業） 

 

 北山国有林の回遊園路約１．０haを内務省より借り受け、 

ハイキングコースの整備 

 

土地区画整理事業【旧法】により児童公園用地の確保、一部の整備 

（松並・二見・御代開・弁天・甲子園口・高座南・木津山・深谷・松ヶ丘等） 

  

昭和２１年  ８月１５日特別都市計画法に基づき、 

市民運動場ほか８カ所、公園道路２カ所の計画決定 

  

昭和２４年  児童公園造成（夙川公園遊具設置、その他公園遊具関係整備） 

  

昭和３１年  １０月１５日都市公園法の公布 

  

昭和３２年  ６月２７日西宮市都市公園条例制定 

  

昭和３６年  ３月７日大・小公園７５カ所面積約２５５．４６haが都市計画公園として決定 

  瓦林公園用地買収 

  浜甲子園運動（鳴尾浜）公園（約１３．０ha）の事業化（初年度） 

  

昭和３７年  両度公園阪急電鉄より寄付 

  

昭和３８年  小公園の国庫補助事業の施行 

  

昭和４０年  県費補助事業の施行 

  武庫川右岸高水敷の整備計画の申請 

 

 浜甲子園運動（鳴尾浜）公園の約７．０haの区域を各種スポ－ツ施設として、 

 厚生年金事業団の施工により造成 

  

昭和４１年 ５月４日、武庫川右岸高水敷の整備を都市計画河川敷緑地事業として認可 



４１～４２年度にわたり延長約８．０㎞、面積２６．７２haの高水敷の整備 

  

昭和４２年  甲山森林公園が県施工により着手（明治１００年記念公園事業） 

  

昭和４３年  浜甲子園（鳴尾浜）、甲子園口、西畑、浜戎、松生、上鳴尾－国庫補助事業 

  久保公園（交通公園）建設３カ年計画の初年度として県費補助事業 

  

昭和４４年  ３月浜甲子園（鳴尾浜）公園が運動公園として完成 

  東浦、浦風、豊楽、本郷中央、市民運動場、春風、久保、武庫川各公園の整備 

  

昭和４５年  夙川上流緑道遊歩道整備（市制４５周年事業） 

  池開、武庫開、松風、松谷各公園の整備 

   

昭和４６年  夙川上流緑道新設工事 

  城ヶ堀、東三、菊谷、高塚各公園の整備 

  

昭和４７年  中津、中谷、津門、前浜南各公園の整備 

 

 西田公園（０．７８ha）北山公園（２．４０ha）の事業認可を受け、 

 用地買収に着手 

  樋之池公園（北夙川市民）プ－ル完成 ７月１日より利用開始 

  市民運動場－噴水施設の設置 

  甲山頂上に通ずる遊歩道の整備 

  

昭和４８年 笠屋、苦楽園、樋之池、川添の各公園整備 

 西田、北山両公園の買収 

 樋之池、春風公園にテニスコ－ト、バレ－コ－ト各一面整備 

 北山公園回遊園路の整備 

  

昭和４９年 樋之池、名来、川添、深谷各公園の整備 

 西田、北山両公園の用地買収継続 

 川添公園野球場広場一面整備 

  北山回遊園路整備 

  

昭和５０年 樋之池、茶園場、高雄台、三和各公園の整備 

  西田、北山両公園の用地買収 

 武庫川公園サイクリングロ－ド関連施設整備（Ｓ．５１．４．１８オ－プン） 

  

昭和５１年 樋之池、名来南公園の整備 

 西田、北山両公園の用地買収 



昭和５２年 下山口公園の整備 

 西田、北山両公園の用地買収 

 樋之池公園井戸新設（池浄化） 

 樋之池公園（北夙川市民）プ－ル改良工事 

  

昭和５３年 北山公園緑化植物園、西田公園の整備に着手 

 北山公園用地買収完了 

 甲山登山道の整備 

 上甲東園４号緑地の整備 

  

昭和５４年 鳴尾浜臨海公園運動施設の整備 

 西田公園用地買収・施設整備、北山公園都市緑化植物園の整備継続 

 甲山登山道の整備 

 上田、鳴尾浜各公園に植栽 

 鳴尾・御影線に灌木植栽 

  

昭和５５年 西田公園用地買収、施設整備および鳴尾浜臨海公園、 

北山緑化植物園の施設整備継続 

 上田西公園用地買収、施設整備１．２haの開設 

 平尻公園用地買収 

 津門、広田山、夙川、川添各公園の整備 

 臨港線街路樹植栽 

  

昭和５６年 北山緑化植物園「緑の相談所」の建築着手、西田公園用地買収 

 平尻公園施設整備２．２haの開設、上田西公園用地買収 

 鳴尾浜臨海公園、名来南、広田山、角間、山畑、夙川各公園の整備 

 新池北公園の施設整備０．１６haの開設、中野墓園の整備 

 門戸岡田公園用地買収 

  霞公園の施設整備０．０８haの開設 

 臨港線、門戸仁川線の街路緑化 

  公園樹植栽 

  

昭和５７年  西田公園用地買収・施設整備、北山緑化植物園の施設整備１．５haの開設、 

上田西公園の施設整備用地買収 

  高雄台北公園の施設整備０．１３haの開設 

  鳴尾浜臨海、門戸岡田、津門、南郷山、夙川各公園の整備 

  中野（白水峡）墓園の整備、鳴尾浜臨海西緑地の整備 

  段上公園用地買収 

  鳴尾・御影線・臨港線の街路緑化 



  海づり広場の開設 

  地域住民による公園清掃等管理委託業務を開始 

  

昭和５８年  北山緑化植物園（温室本体、薬草園等）、鳴尾浜臨海公園、 

 西田公園の施設整備 

 上田西公園用地買収、施設整備 

 段上公園、段上緑地（タウンズファ－ム）の施設整備 

 仁川五ヶ山、門前、産所の用地買収 

 中縦高架下、名神高架下、４３号線高架下の整備 

 広田山、夙川、月見里他公園の公園樹改良 

 小曽根線、甲子園葭原線、臨港線等の街路緑化 

  

昭和５９年 北山緑化植物園、鳴尾浜臨海公園、西田公園の施設整備 

 五ヶ山公園の施設整備 

 高座町、甲陽園山王町の用地買収 

 名神高架下、新幹線高架下、阪神高架下の整備 

 仁川３丁目、樋ノ口２丁目、高木東町の遊び場整備 

 広田山、夙川他公園の公園樹植栽 

 海づりレストハウス、夙川消防署跡地の整備 

 小曽根線、御手洗川沿の街路緑化 

  

昭和６０年 鳴尾浜臨海公園、北山公園、西田公園の施設整備 

 青木公園、津門公園の整備 

 高座町、甲陽園山王町の用地買収 

 中野青木児童遊園の整備 

 甲陽大池の整備 

 ふれあい広場（与古道町）、花の広場（夙川河川敷緑地内）の整備 

 甲子園葭原線、小曽根線の街路緑化 

 夙川河川敷、御手洗川沿、鳴尾浜臨海公園の植栽 

 角間公園、網引公園、上田公園、弁天公園の整備（花の名所づくり） 

  

昭和６１年 鳴尾浜臨海公園、西田公園の施設整備 

 上山口公園、上ケ原四番公園の整備 

 学文殿町１丁目、中須佐町の用地買収 

 北山公園に「北山山荘」、「小蘭亭」を建設 

 北山国有林の一部を払下げにより取得 

 甲陽大池を継続して整備 

 鳴尾浜１丁目にふれあい広場を整備 

 浜町に埠頭広場を整備 



 塩瀬町名塩に遊び場２箇所を整備 

 臨港線、新川沿線、山１３９号線の街路緑化 

 

瓦林公園、二見公園、御代開公園、深谷公園、 

名来公園の整備（花の名所づくり） 

 国見ヶ池線、甲陽大池、北山公園で桜樹植栽 

  

昭和６２年 北山山荘をオープン 

 鳴尾浜臨海公園、北山公園、西田公園（万葉植物苑ほか）の施設整備 

 

中須佐公園、西福公園、大畑公園、学文殿南公園、 

照寂公園、剣谷第六公園の整備 

 段上町２丁目の用地買収 

 新堀川沿、市役所前線、中津浜線、甲３号線の街路緑化 

 寿公園、巽公園、高塚公園、伏原児童遊園の整備（花の名所づくり） 

 県道大沢西宮線、北山公園で桜樹植栽 

 夙川公園（川西町）を「緑と文化のプロムナード整備事業」により整備 

 夙川公園（御茶家所町）を「夙川河川敷緑地整備事業」により整備 

  

昭和６３年  鳴尾浜臨海公園、北山公園、西田公園の施設整備 

 名塩南台中央公園の用地買収と施設整備 

 段上西公園、西波止公園、上田東公園の整備 

 塩瀬町生瀬、市庭町の用地買収 

 新川沿、山手幹線、中津浜線、学園線の街路緑化 

 

春風公園、小曽根公園、松生公園、中谷公園、 

神祇官公園の整備（花の名所づくり） 

 市道甲２７６号線、武庫川河川敷緑地、北山公園、鳴尾浜臨海公園で桜樹植栽 

  夙川公園（川西町）を「緑と文化のプロムナード整備事業」により継続整備 

  夙川公園（大井手町）を「夙川河川敷緑地整備事業」により継続整備 

  

平成元年 鳴尾浜臨海公園、北山公園の施設整備 

 仁川公園、市庭公園、甲子園口ＳＬ公園の整備 

 塩瀬町名塩の用地買収 

 新川沿、学園線、鳴尾新川沿の街路緑化 

 

豊楽公園、大東公園、甲子園公園、老松公園、 

東一公園の整備（花の名所づくり） 

 武庫川沿い、毘沙門公園、鳴尾浜臨海公園で桜樹植栽 

 夙川公園（大井手町外）を「夙川河川敷緑地整備事業」により整備 

  

 夙川公園（御茶家所町）を「夙川河川敷緑地整備事業」により整備 

 夙川公園（羽衣町）を「夙川河川敷緑地整備事業」により整備 



平成２年 流通東公園野球場、体育館を引継ぎ、同公園テニスコートをオープン 

 

鳴尾浜臨海公園、北山公園、山口中央公園の施設整備 

植物生産研究センター（北山公園内）をオープン 

 船坂公園、笠屋南公園、名神高架下７号，８号児童遊園の整備 

 塩瀬町名塩の用地買収 

 新川沿、学園線、鳴尾新川沿の街路緑化 

 

川添公園、木津山公園、月見里公園、剣谷第３公園、 

下山口公園の整備（花の名所づくり） 

 夙川公園（川東町）を「緑と文化のプロムナード整備事業」により継続整備 

 夙川公園（北名次町）を「夙川河川敷緑地整備事業」により継続整備 

 武庫川沿で桜樹植栽 

  

平成３年 鳴尾浜臨海公園、北山公園、山口中央公園の施設整備 

 有馬川緑道の整備に着手 

 上ヶ原六番公園の整備 

 

山口町下山口、山口町上山口、塩瀬町名塩、塩瀬町生瀬、 

高木東町、上大市４丁目の用地買収 

 山手幹線、建石筋等の街路緑化 

 

浜戎公園、松風公園、東甲子園公園、東鳴尾公園、 

山畑公園の整備（花の名所づくり） 

 夙川公園（川添町）を「緑と文化のプロムナード整備事業」により継続整備 

 夙川公園（石刎町）を「夙川河川敷緑地整備事業」により継続整備 

 武庫川沿で桜樹植栽 

  

平成４年 北山墨華亭を新築及びオープン 

 海釣り広場を施設整備し有料化 

 鳴尾浜臨海公園、北山公園、山口中央公園、有馬川緑道の施設整備 

 下山口中屋敷公園、六軒南公園の整備、武庫川河川敷広場の整備 

 塩瀬町生瀬の用地買収 

 

東三公園、甲子園口公園、松ケ丘公園、松ケ本公園、 

名塩南児童遊園の整備（花の名所づくり） 

 

夙川公園（上葭原町）を「緑と文化のプロムナード整備事業」により 

継続整備を行い完了 

 夙川公園（松生町）を「夙川河川敷緑地整備事業」により継続整備 

 武庫川沿いで桜樹植栽 

 上ケ原甲山線、甲第２３６号（関学前）、鉄北線、酒蔵通り、西第４４８号線の街路緑化  

 

樋ノ池公園：体育館新設。プール、テニスコート改良工事(平成５年７月オープ

ン) 

  



平成５年 鳴尾浜臨海公園、北山公園、山口中央公園、有馬川緑道の整備 

 

浜甲子園運動公園（鳴尾浜公園）、瓦林公園、 

小西第２児童遊園、甲山山頂広場の整備 

 津門中央公園、津田公園の整備（花の名所づくり） 

 あらきの森公園、そよかぜ大島公園、若山はちまん公園の整備 

 

 夙川公園（松生町、相生町）を「夙川河川敷緑地整備事業」により、 

継続整備を行い完了 

  武庫川沿いで桜樹植栽 

  武庫川河川敷緑地で水道設備、スロープの整備 

  植物生産研究センターにて西宮市オリジナルフラワー「西宮権現平桜」を開発 

  

平成６年  高座山野球場を整備し、オープン 

  そよかぜ大島公園の開発事業による拡張 

 

 上山口公園、上山口西公園、上山口東公園の通称名を、それぞれ「すみれ台中

 央公園」、「すみれ台西公園」、「すみれ台東公園」とし、園名板を設置 

 

武庫川河川敷緑地内武庫川町地先において水飲場及び全体案内板を設置、 

また、田近野町地先において広場整備 

 福祉センター筋の街路緑化 

 八ツ松公園の整備（花の名所づくり） 

 

西宮市オリジナルフラワー フクシア「エンジェルス・イヤリング」、ベロニカ

「ゆめむらさき」を開発 

  

平成７年 津門中央公園（未開設区域）、ニテコ池公園（仮称）ほか６カ所の用地買収 

 夙川河川敷緑地の拡張のための用地買収 

 鳴尾浜臨海南地区に「花工房」を整備 

 公園等災害復旧事業の実施 

 ※夙川河川敷緑地〈石刎町〉健康歩道整備 

 （西宮夙川ロータリークラブ寄贈による） 

  

平成８年 塩瀬中央公園テニスコートをオープン 

 津門中央公園・西田公園・北山公園の用地買収区域を整備 

 上山口寺ノ垣内公園の整備 

 公園等災害復旧事業の実施 

  

平成９年 西宮震災記念碑公園、広田どんぐり公園、 

上大市１丁目公園、大屋西公園の整備 

 津門中央公園の整備 

 山口夫婦松公園の整備 

 中野（白水峡）墓園の墓所整備 



 有馬川緑道の整備完了 

  

平成１０年 津門中央公園、六湛寺公園、神園公園、大畑公園の整備 

 苦楽園五番町公園の一部用地買収 

 中野（白水峡）墓園の墓所整備 

 山手幹線等街路緑化 

 武庫川河川敷緑地に桜樹植栽 

 公園原状復旧事業の実施 

   

平成１１年 森具公園、若草１丁目公園、中島公園の整備 

 苦楽園五番町公園の一部用地買収 

 中野（白水峡）墓園の墓所整備 

 森具地区内街路緑化 

 公園原状復旧事業の実施 

 西宮市オリジナルフラワー プレクトランサス「プレランサ」を開発 

  

平成１２年 東甲子園公園拡張整備、苦楽園五番町公園園路整備 

 山口下芦原公園整備 

 御前浜公園駐車場整備 

 中野（白水峡）墓園の墓所整備 

  

平成１３年 山口春道公園整備、生瀬緑地整備 

 浜甲子園運動（鳴尾浜）公園体育館改修 

 仁川ピクニックセンター市民緑地便所改修 

 中野（白水峡）墓園の墓所整備 

 緑の基本計画に着手（パブリックコメント制度を用いて市民から意見を募集） 

  

平成１４年 高木公園整備（緊急用貯水槽、芝生広場等） 

 六湛寺公園拡張整備、山口樋ノ谷公園整備 

 緑の基本計画策定 

 西宮市オリジナルフラワー アガスタケ「サマー・アメジスト」を開発 

  

平成１５年 高木公園完成 

 上大市４丁目公園整備 

 生瀬東町公園拡幅整備 

  

平成１６年 仁川ピクニックセンター市民緑地（31.90ha）及び阪急仁川植物園（5.90ha）を 

 阪急不動産株式会社より寄付を受ける。 

 高松公園整備完了 



 段上公園整備 

 春風公園改修 

 段上公園整備に着手 

 中野（白水峡）墓園の墓所整備 

  

平成１７年 段上公園整備完了 

 北口町１号，２号公園整備 

 高木西公園整備 

 六湛寺南公園整備 

 樋ノ池公園池浚渫工事 

 上田公園改良工事 

 西宮市オリジナルフラワー「夙川舞桜」を開発 

  

平成１８年 武庫川河川敷緑地田近野町園路整備に着手 

 新生瀬大橋高架下児童遊園整備 

 中野（白水峡）墓園の墓所整備 

 甲四公園改良工事 

 樋ノ池公園池護岸改修工事 

  

平成１９年 西宮浜総合公園多目的グラウンド整備に着手 

 武庫川河川敷緑地（田近野町）整備事業の継続 

 大谷南公園整備 

 上之町公園整備 

 甲子園公園整備 

 山手幹線街路緑化 

  

平成２０年 西宮浜総合公園多目的グラウンド完成 

 武庫川河川敷緑地（田近野町）整備事業の継続 

 用海筋（臨港線以南）街路樹植替工事 

 樋之池公園法面外緑化 

 中野（白水峡）墓園の墓所整備 

 

西宮市オリジナルフラワー「エンジェルス・イヤリング」ホワイト・フェアリ

ータイプを開発（平成６年以降 計12タイプを開発） 

  

平成２１年 武庫川河川敷緑地（田近野町）整備事業の継続 

 市役所前線（臨港線以南）街路樹植替工事 

 公園遊戯施設安全点検実施 

  

平成２２年 武庫川河川敷緑地（田近野町）整備事業完了 



 武庫川河川敷緑地 自転車専用道安全対策工事 

 北口駅前公園改良工事 

 幹８号（新川沿）道路植栽工事 

 鳴２７３号（甲子園球場東側）道路植栽工事 

 ＪＲ西宮駅前花壇整備 

  

平成２３年 甲子園口６丁目公園整備（保育所整備に伴う代替整備） 

 

武庫川河川敷緑地自転車専用道安全対策工事 

西田公園万葉植物苑植栽工事 

 中野（白水峡）墓園の墓所整備 

  

平成２４年 市役所前線（廣田神社周辺）延伸に伴う道路植栽工事 

 夙川河川敷緑地（石刎町）バラ園をアジサイ園に改修 

  

平成２５年 市役所前線道路植栽工事（柳本町外） 

 市役所前線緑地植栽工事（中屋町） 

 

福祉センター筋街路樹植栽工事（松原町外）シンジュを樹種変更し、サトザク

 ラを植栽 

 中野（白水峡）墓園の墓所整備（４区３５号）・（無縁塚整備） 

  

平成２６年 台風１１号による有馬川緑道、塩瀬中央公園、武庫川河川敷緑地、被災 

 山手幹線、福祉センター筋、大浜老松線 街路樹診断実施 

 

福祉センター筋街路樹植栽工事（松原町外）シンジュを樹種変更し、サトザク

 ラを植栽 

 中野（白水峡）墓園の墓所整備（１区８号） 

 夙川河川敷緑地で園路整備（花の名所再生事業） 

 仁川緑地でナラ枯れ被害を確認。被害木を伐倒・くん蒸処理 

  

平成２７年 大浜老松線（堀切町外）において樹種変更を行い、トウカエデを植栽 

 山手幹線（霞町外）改良工事に伴いコブシ植栽 

 公園・街路樹診断及び危険木伐採・補植 

 西宮浜総合公園・御前浜公園基本及び実施設計業務 

 西宮中央運動公園及び中央体育館陸上競技場等再整備基本構想策定 

 樋之池環境改善（水鳥の営巣環境向上、水生植物の配植、水質改善等） 

 堀切さくら公園整備 

 仁川緑地外ナラ枯れ被害木を伐倒処理 

  

平成２８年 樋之池公園遊具広場改修工事の実施 

 夙川河川敷緑地においてサインの再配置開始 



 公園・街路樹診断及び危険木伐採・補植 

 幹22号線街路樹補植工事 

 西宮浜総合公園、御前浜公園整備工事着手 

 公園施設更新事業において、遊具等更新計画を策定し、更新補修工事を実施 

 久保公園の一部を民間認可保育所用地として国家戦略特区認定 

 福知山線廃線敷にトイレ設置 

 ナシオン創造の森（国見台１号緑地）、甲山グリーンエリア及び社家郷山が 

 環境省により「生物多様性保全上重要な里地里山」に選定 

 仁川緑地外ナラ枯れ被害木を伐倒処理 

 

西宮浜総合公園整備着手（スポーツ広場（専用自転車広場・スケートボード広

場）、園路照明灯等） 

 御前浜公園整備着手（トイレ新築等） 

 西宮市公園施設長寿命化計画策定（対象：木製遊具・可動系遊具・便所） 

   

平成２９年 仁川緑地外市内全域にナラ枯れ被害が発生。被害木を伐倒処理 

 ナシオン広場改修工事の実施 

 

西宮浜総合公園整備継続（スポーツ広場（バスケットボールコート）、多目的

人工芝グラウンド観覧席） 

 御前浜公園整備継続（入口広場） 

 遊具更新工事（上田公園外） 

 トイレ更新工事（瓦林公園、春風公園） 

  

平成３０年 西宮浜総合公園整備継続（東駐車場・西駐車場） 

  御前浜公園整備事業完了 

 公園照明灯LED化工事の実施 

 遊具更新工事（上田西公園外） 

 トイレ更新工事（川添公園・御代開公園・名来南公園・下山口公園） 

 鳴２７５号（阪神本線付属街路）道路植栽工事 

 久保公園改修工事 

 公園・街路樹診断及び危険木伐採・補植 

 鳴３号線外街路樹補植工事 

 生物多様性にしのみや戦略の見直し 

 北山緑化植物園外市内全域にナラ枯れ被害が発生。被害木を伐倒処理 

  

平成３１年 西宮浜総合公園整備継続（公園センター） 

(令和元年) 遊具更新工事（毘沙門公園外） 

 トイレ更新工事（浜甲子園運動公園・広田山公園） 

 幹44号線外 道路植栽（里中町3丁目外）工事 

 西宮市みどりの基本計画の改定 



 公園・街路樹診断及び危険木伐採・補植 

 「ひょうご森のまつり2019」を甲山森林公園で開催 

 西宮市オリジナルフラワー「越水早咲き」「今津紅寒桜」を開発 

  

 


